教 育 研 究 評 議 会 議 事 要 旨
日
時
場
所
出席評議員

平成２８年１２月１３日（火） １４：５１～１５：４２
創立５０周年記念会館２階 岩木ホール
佐藤(学長・議長)，吉澤，伊藤，郡，大河原，柏倉，今井，戸塚，橋本，若林，
木田，加藤，福田，北原，村岡，檜垣，山田，嵯峨，中根の各評議員
役員等陪席者
神本学長特別補佐，堀内学長特別補佐，日景学長特別補佐，村下副理事
事務局等陪席者 石山総務部長，久保田財務部長，金澤学務部長，高橋施設環境部長，小山社会連
携部長，川村病院事務部長，齊藤企画調整役，堀内総務広報課長，浅利企画課長，
藤本人事課長，石川教務課長，土門入試課長，三上研究推進課課長補佐（古舘代
理），長谷川総務広報課課長補佐，今総務広報課総務・秘書Ｇ係長，遠藤総務広
報課総務・秘書Ｇ係長
その他陪席者
なし

【配付資料】
資料 1
略歴書【要回収】
資料 2-1 国立大学法人弘前大学組織評価実施規程の制定について
資料 2-2 国立大学法人弘前大学組織評価実施規程（案）
資料 2-3 国立大学法人弘前大学組織評価実施要項（素案）
資料 2-4 選択的評価指標に係る意向調査の集計結果
資料 3-1 国立大学法人弘前大学ハラスメント防止等に関する規程の一部改正について
資料 3-2 国立大学法人弘前大学ハラスメント防止等に関する規程新旧対照表（案）
資料 4
平成29年度「弘前大学卓越研究者」支援事業募集要項（案）
資料 5
平成28年度弘前大学グロウカルファンド公募要項（案）
資料 6-1 寄附申込書（心臓血管病先進治療学講座）外
資料 6-2 寄附申込書（不整脈先進治療学講座）外
資料 7-1 教員の資格審査（様式1）人文社会・教育学系（教育・芸術領域）
資料 7-2 教員の資格審査（様式1）医学研究科共同研究講座
資料 8-1 平成27年度に係る業務の実績に関する評価結果（概要）
資料 8-2 国立大学法人弘前大学の平成 27 年度に係る業務の実績に関する評価結果
資料 8-3 国立大学法人等の平成27年度評価結果について
資料 9
各学部における三つの方針
資料10
弘前大学GPAに関する要項
資料11
平成29年度入学者選抜試験AO入試Ⅰ・Ⅱ，社会人入試実施状況一覧
資料12
弘前大学29年度大学入試センター試験弘前大学担当試験場志願者割当数
資料13
科研費（補助金分・基金分）配分状況一覧（平成28年度）等
資料14
科学研究費助成事業（科研費）申請状況
資料15
弘前大学の被ばく医療教育・研究及び福島復興への取り組み
資料16
企画委員会議事要旨
資料17
教育委員会（第56回）議事要録（案）
当日配付資料 海外渡航における安全対策のための講演会
【審議事項】
◎佐藤学長から，11月8日開催の教育研究評議会議事要旨（案）の確認が行われ承認された。
審議１

経営協議会の学外委員について
学長から，経営協議会学外委員の辞任に伴う後任の人事について，管理運営規則第
45条第1項第3号の規定に基づき，資料1に記載の者を経営協議会学外委員とすることに
ついて意見を聴取したところ，特に意見がなく，原案のとおり承認された。
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審議２

国立大学法人弘前大学組織評価実施規程の制定について
吉澤理事から，資料2-1～2-4に基づき，新たな組織評価制度を第３期中期目標期間
から実施するため，組織評価の基本的な事項を定めた規程を新たに制定することにつ
いて説明があり，審議の結果，原案どおり承認された。

審議３

国立大学法人弘前大学ハラスメント防止等に関する規程の一部改正について
吉澤理事から，資料3-1～3-2に基づき，育児休業，介護休業等育児又は家族介護を
行う労働者の福祉に関する法律，及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇
の確保等に関する法律の改正に伴い，関係規程の一部改正を行うことについて説明が
あり，審議の結果，原案どおり承認された。

審議４

平成２９年度「弘前大学卓越研究者」支援事業募集要項（案）について
郡理事から，資料4に基づき，優れた研究課題について支援することにより国際的共
同研究を推進し，国際共著論文数の増加を図ることを目的とする弘前大学卓越研究者
支援事業について説明があり，審議の結果，原案どおり承認された。

審議５

平成２８年度弘前大学グロウカル（Grow×Local）ファンドの実施について
郡理事から，資料5に基づき，人材育成による青森県の産業振興及び地域振興に資す
るため，本学学生の研究力・技術力向上を目指す研究開発に対し研究費等を支援する
弘前大学グロウカルファンドを実施することについて説明があり，審議の結果，原案
どおり承認された。

審議６

寄附講座の設置及び設置期間延長について
若林医学研究科長から，資料6-1～6-2に基づき，設置期間を延長する寄附講座名，
設置期間，寄附金額等について説明があり，審議の結果，原案どおり承認された。

【報告事項】
報告１ 教員の採用等について
戸塚教育学部長及び若林医学研究科長から，資料7-1～7-2に基づき，下記職員の採
用について報告があった。
【採用部局等】

【氏名】

人文社会・教育学系(教育・芸術領域) 中妻 雅彦
吉田 美穂
三浦 智子
吉原
寛
医 学 研 究 科 (共 同 研 究 講 座 ) Paul SHERIDAN

【現職】

(愛 知 教 育 大 学 教 授)
(神奈川県立百合丘高等学校総括教諭)
(時事通 信出版 局講 師)
(新潟県立教育センター指導主事)
(東京大学医科学研究所特任研究員)

【職名】

教 授採用
准教授採用
准教授採用
准教授採用
助 教採用

【就任予定年月日】

(29. 4.
(29. 4.
(29. 4.
(29. 4.
(28.12.

1付け)
1付け)
1付け)
1付け)
1付け)

報告２

国立大学法人弘前大学の平成２７年度に係る業務の実績に関する評価結果について
吉澤理事から，資料8-1～8-3に基づき，国立大学法人評価委員会より，本学の平成
27事業年度に係る業務の実績に関する評価結果において，四つの評価項目全て「中期
計画の達成に向けて順調に進んでいる」との評価を受けたこと，及び国立大学法人等
全体の評価結果の概要について報告があった。

報告３

各学部における三つの方針について
伊藤理事から，資料9に基づき，各学部における三つの方針（案）について報告があ
った。
なお，最終的な文言については学長に一任した上で，平成29年4月に公表する予定で
ある旨の説明があった。
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報告４

弘前大学ＧＰＡに関する要項の制定について
伊藤理事から，資料10に基づき，本学学部の教育課程における学習到達度を客観的
に評価することにより，大学教育の質を保証するとともに，履修指導及び学習支援等
に資することを目的に，弘前大学ＧＰＡ（グレード・ポイント・アベレージ）に関す
る要項を制定することについて報告があった。

報告５

平成２９年度ＡＯ入試，社会人入試の実施状況について
伊藤理事から，資料11に基づき，平成29年度ＡＯ入試・社会人入試における各学部
別の実施状況等（募集人員，志願者数，受験者数，合格者数）について報告があった。

報告６

平成２９年度大学入試センター試験における本学の志願者割当数について
伊藤理事から，資料12に基づき，平成29年度大学入試センター試験において，本学
が担当する試験場が本学と青森県立田名部高等学校となること，並びに同試験場の割
当数が示されたことについて報告があった。併せて，平成29年度大学入試センター試
験の実施に係る協力依頼及び本年4月に施行された「障害者差別解消法」に基づき，受
験場での配慮を求められることについて対応依頼があった。

報告７

平成２８年度科研費（補助金分・基金分）配分状況等について
郡理事から，資料13に基づき，平成28年度科研費における各種目別の採択率，配分
額及び国立大学法人の各ランキング等について報告があった。

報告８

平成２９年度科学研究費助成事業の申請状況について
郡理事から，資料14に基づき，平成27～29年度の部局等別・研究種目別の申請状況
（新規・継続件数，申請率）等について報告があった。

報告９

「文部科学省情報ひろば」における弘前大学の企画展示について
柏倉副学長から，資料15に基づき，平成28年12月1日から平成29年3月21日まで，文
部科学省「情報ひろば」企画展示室において「弘前大学の被ばく医療教育・研究及び
福島復興への取り組み」が企画展示されることについて報告があった。

報告10

委員会等報告
(1) 企画委員会報告（１１月７日開催分）
吉澤理事から，資料16に基づき，11月7日に開催された同委員会の次の事項につ
いて報告があった。
1. 本学の広報活動について
(2) 教育委員会報告（１１月３０日開催分）
伊藤理事から，資料17に基づき，11月30日に開催された同委員会の次の事項につ
いて報告があった。
1. 弘前大学における再入学について
2. 弘前大学ＧＰＡ値の算出方法等に係る再検討について
3. 平成２８年度後期 授業料免除について
4. 平成２８年度後期 弘前大学大学院振興基金について
5. 学則による授業料免除選考に関わる学力基準の取扱いについて
6. 卓越した学生に対する授業料免除に関する取扱要項の制定等について
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報告11 その他
（１）海外渡航における安全対策のための講演会について
吉澤理事から，当日配付資料に基づき，12月22日に外務省領事局海外法人安全課長
石瀬素行氏による「海外渡航における安全対策のための講演会」を開催することについ
て報告があった。
（２）次回以降の開催予定日
平成２９年 １月１０日（火） 企画戦略会議終了から１０分後
平成２９年 ２月１４日（火） 企画戦略会議終了から１０分後
平成２９年 ３月１４日（火） 企画戦略会議終了から１０分後

以
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上

